
2019年5月20日現在

№ time № time

新井 則明 深山 光一 岩永 清 岩永 純子 佐藤 嘉生 加藤 純也 吉賀 れい子 吉賀 謙治

久保寺 実 岸野 佳久 新井田 勇二 新井田 康恵 梅村 曉 清住 美昭 田上 淳二 本橋 なおみ

確認中 確認中 笹井 威英 田中 千浦 市野塚 卓広 伊藤 安哲 妹尾 正巳 妹尾 陽子

内山 達夫 早川 力 中川 正充 齋藤 みゆき 池元 良介 植吉 泰光 松下 龍之介 間取 千尋

木村 豊 植木 啓之 大塚 陽子 亀倉 誠 山中 修一 藤本 祐一郎 遠藤 克子 平木 良一

日高 大輔 原 賢太朗 金田 美智 外舘 仁 栗田 智昭 中村 浩亮 大関 淳 小峰 梢

小林 則和 箕輪 徹也 佐藤 亮 宇野 敦子 村山 智輝 中村 大介 立花 賢治 立花 裕子

小川 賢二 三嶽 和彦 仲田 祥健 向山 憲世 渡辺 みな子 西田 幸生 中村 一也 近藤 真美

谷山 重晴 谷山 あけみ 小高 友美 石井 喜恵
武田 一浩 稲富 靖治 浅見 義宏 河野 由美

長谷川 卓也 代田 秀雄 隅田 松千代 桑原 勤
垂脇 成東 新井 由彦 那花 浩一 那花 真弓美

小林 渉 朽木 将史 市川 寛素 菱沼 美子
大久保 直明 市丸 晃 岡部 清雄 岡部 良美

鈴木 光一 藤田 英敏 清水 いずみ 清水 登
守屋 昭 磯江 功 古田 桂子 梶並 宏之

牛窪 利哉 藤原 三枝子 加藤 久江 吉岡 和夫
皆川 武志 渡邊 浩安 大谷 武史 大谷 和子

保子 達也 廣田 貴文 藤原 泉 渕上 直美
永翁 千寿 飯田 明浩 前田 るり 雨海 良子

篠崎 政仁 石田 五百里 中島 亜希 斎藤 京子
榊元 謙一 草野 健一

　【注意事項】

 　「競技失格」となりますので、ご注意ください
※競技説明を行いますので、スタート時間の10分前までにティーグラウンドへ集合して下さい
※決勝大会への出場ペア数は当日発表いたします。

【スクラッチの部】 【スクラッチの部】

IC-1 仲良し夫婦

2019キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会

スクラッチの部/Wペリアの部 関東大会｜第3予選会

2019年5月25日（土） ウィンザーパークゴルフ アンド カントリークラブ

【OUTコーススタート】 【INコーススタート】

マウンテン・リバー 踊るポンポコリン♪ チーム良光 PART6 チームマトリックス

7:00

IC-2 チームなおじゅん

確認中 HAPPYちゃん

はげたか チーム ガンガン!!

チーム伊藤 タング

2 7:00
チーム久久 きんぞう

MUKAMチーム07 KK
チームどんどん NOBO ＆ IZU

11 8:10

チーム飲みきり！麦２ MUKAMチーム01 Team65

チームホワイティ Team Alice
フラッシュ＆ローグ ハイリヒトゥーム

渉坂46 奥神楽坂ゴルフ倶楽部

7:49

8:24

【スクラッチの部】 【Wペリアの部】

　※組み合わせは右上の日現在です。エントリーの状況により変更する可能性がありますことをご了承ください
　※初回発表の組み合わせ表より2組以上の時間が変更する場合は、メールやお電話にて申し込み代表者へ
　 　ご連絡します
　※競技当日、欠席等の都合により組合せ及びスタート時間が変更になる場合があります
　 　組合せの変更に備え選手各位時間に余裕をもってご来場下さい

※受付は、スタート時間の40分前までに完了してください。なお、スタート時間に間に合わない場合は

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー競技委員会

チームさくら

12 8:10

Team Foin

チーム平均40歳

13

10 7:56

11 8:03

7:21

6 7:28

7 7:35

チームK・K チーム GOD 悪魔 小悪魔 かずやにお任せ！

テッシュは紙ヤスリ リアン ノーバーディー RKくまさん

Team DAIKEN Do-S＆M 風と共にシャンク 調整中

YKB

8:31

15 8:38

なべちゃん チームボコグマ
ルパン&不二子

チームＳ team R
競馬愛好家ゴルフ沼部

14 8:24

15 8:31

6 7:35

7 7:42

8 7:49

9 7:56

10 8:03

チｰム榊元

【Wペリアの部】

8:17

エムユーカム チーム787

チーム日本代表 おかべっち

8 7:42

14

6:531

12

Team H&K
13 8:17

1

2 7:07

3 7:14

4 7:21

5 7:28

3 7:07

4 7:14

5

MUKAMチーム02 ＴＯＹＯＨAＲＵマスターズ

【Wペリアの部】

9


